
（敬称略）

受講期 　氏　名 　　　　　会社名 　氏　名 　　　　　会社名

1期 吉田  尚 株式会社丸喜トランスポート 青木 良浩 ホイテクノ物流株式会社

金沢 和則 名古屋東部陸運株式会社 山田 紀明 共同輸送株式会社

坂崎 修二 株式会社水谷運輸倉庫 日浦  清 ミュージックサービス株式会社

石川 清茂 株式会社ユーネットランス

2期 三浦 俊宏 藤久運輸倉庫株式会社 末永 博邦 岐阜倉庫運輸株式会社

三浦  正 愛知陸運株式会社 岡本 紀之 マルタアマゾン株式会社

川上 一五也 名古屋東部陸運株式会社 定塚 昌之 メイホ物流株式会社

毛利 安孝 清栄運輸株式会社

3期 西村 敏永 株式会社日本陸送 千賀 哲也 ホイテクノ物流株式会社

川合 秀治 東罐ロジテック株式会社 大関 伸一 新潟運輸株式会社

吉村 国夫 ミュージックサービス株式会社 石川 義幸 カリツー株式会社 田原物流センター

青山  茂 中日運送株式会社 坂口 滋樹 一般社団法人愛知県トラック協会

酒井 直樹 株式会社ユーネットランス

4期 山田 貴仁 共同輸送株式会社 福重  治 五島海運株式会社

吉本 清実 ホイテクノ物流株式会社 岡田 幸信 東伸運輸株式会社

橋本  進 ホイテクノ物流株式会社 森下 茂樹 名古屋東部陸運株式会社

長濱 英己 株式会社メイコン 伊藤  寿 伊藤急配株式会社

重盛 真治 株式会社日本陸送 庄司  均 フジモト運輸株式会社

大場  勝 フジキュー整備（株） 後藤 隆一 春江貨物株式会社

山田  智 丸太運輸株式会社 川瀬 浩司 中京貨物運輸株式会社

青木 靖治 濃飛倉庫運輸株式会社 中川 利光 一般社団法人愛知県トラック協会

安藤 勝治 濃飛倉庫運輸株式会社 斉藤 清和 株式会社斉藤運輸

5期 喜多 甚一 株式会社ﾋﾞｰｲﾝｸﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 板倉 健志 カリツー株式会社

池田  潔 三生運輸株式会社 原田 啓保 株式会社冨士商事

渡邉 正夫 三昌運輸倉庫株式会社 樋口 完一 株式会社水谷運輸倉庫

高橋  登 濃飛倉庫運輸株式会社 鈴木  篤 不二運輸株式会社

長井 良隆 濃飛倉庫運輸株式会社 大塚 大三 株式会社メイコン

近藤  孝 ホイテクノ物流株式会社 古屋 信行 古屋運送株式会社

丸山 春久 ホイテクノ物流株式会社 西口 豪時 一般社団法人三重県トラック協会

板倉 敏幸 名古屋東部陸運株式会社 清水 雅弘 一般社団法人福井県トラック協会

村井  司 名阪急配株式会社 北山 治和 一般社団法人福井県トラック協会

野場  剛 大興運輸株式会社 平木 大介 日本商運株式会社

6期 佐藤 清貴 名阪急配株式会社 田中 龍己 藤岡運輸株式会社

日比野 巖 中京陸運株式会社 奥   弘一 カリツー株式会社

天白 拓治 大王運輸株式会社 生田 雅巳 生田産業株式会社

大坪 泰起 濃飛倉庫運輸株式会社 古川 祐次 株式会社日本陸送

白川 新吾 濃飛倉庫運輸株式会社 稲垣 晃 一般社団法人三重県トラック協会

丸山 均 愛陸商事株式会社

7期 三輪 佳弘 株式会社メイコン 藤巻 良介 株式会社共栄ロジックサービス

海鋒 徹哉 白金運輸株式会社 内山  淳 愛知陸運株式会社

澤 友基 名古屋東部陸運株式会社 稲垣 健吾 カリツー株式会社

加藤 安人 丸太運輸株式会社 岡本 佳樹 有限会社タカツノ運輸

尾崎 祐一 株式会社日本陸送 上田 良浩 株式会社中部

三津村 誠 濃飛倉庫運輸株式会社 和泉 昇一 ホイテクノ物流株式会社

大平 朋広 濃飛倉庫運輸株式会社 小島 文雅 古屋運送株式会社

帯金 進治 不二運輸株式会社 青山 恭彦 一般社団法人福井県トラック協会

原野 英司 東伸運輸株式会社 川方  尚 一般社団法人三重県トラック協会

葉山 晋一 ハヤマ運輸株式会社 露木 和秋 一般社団法人愛知県トラック協会

伊藤 靖雄 株式会社益生小型運送

物流経営士名簿

　一般社団法人愛知県トラック協会中部トラック総合研修センターの「物流大学校講座」を修了し、公益社団法人全
日本トラック協会で認定した物流経営士の名簿です。本講座を修了した物流経営士については、第２９期（令和４年３
月修了）までに１，５５４名の方が認定されておりますが、本名簿は掲載を了解いただいた一部の方でありますことを
ご了承下さい。



受講期 　氏　名 　　　　　会社名 　氏　名 　　　　　会社名

8期 角屋　芳信 株式会社ユーネットランス 西川　耕司 株式会社メイコン

伊藤　重陽 株式会社伊藤陸運 米山　和浩 株式会社寿陸運

半田  耕一 名古屋東部陸運株式会社 井上　昌訓 株式会社日本陸送

林　　誠司 濃飛倉庫運輸株式会社 山内　直之 株式会社アシスト物流

佐藤　孝志 丸一運輸株式会社 山崎　勝治 株式会社北都高速運輸倉庫

小林　義史 丸一運輸株式会社 岸田　直樹 東海運輸建設株式会社

渡辺　精久 トス運輸株式会社 岡本　昌之 愛知陸運株式会社

正呂地 敏昌 株式会社カワチョー 丸尾　淳一 カリツー株式会社

丸川　靖彦 名備運輸株式会社 髙　玄一郎 北信運輸株式会社

平井 美智雄 株式会社イトー急行 東口　弥生 三重県トラック事業協同組合

久田　篤 丸太運輸株式会社 甘田　豊樹 一般社団法人愛知県トラック協会

簑輪　宏 株式会社ＵＡＣＪ物流

9期 安田  暁 栄進物流株式会社 坂本  佳宏 株式会社三国

宮﨑  嘉一 名古屋東部陸運株式会社 石原　令士 中京陸運株式会社

桜田  隆千代 株式会社伊藤陸運 水澤  智行 東海運輸建設株式会社

若松  明 株式会社伊藤陸運西 営業所 河合  裕之 株式会社寿陸運

斉藤  光治 株式会社伊藤陸運 水野  隆広 愛知陸運株式会社

真嶋  大輔 株式会社ＩＴＭ 上村  敦暢 阿倉川運送株式会社

鈴木　理 不二運輸株式会社 水島  正芳 北陸トラック運送株式会社

北村　和光 二本松物流株式会社 川面　幸藏 株式会社カワチョー

市川　重人 南星キャリックス株式会社 松井　滋 カリツー株式会社

檜木　稔 アサヒロジスティクス株式会社 寺田　忍 三重執鬼株式会社

小川　剛司 濃飛倉庫運輸株式会社 天田　敏勝 一般社団法人石川県トラック協会

松尾　敏明 濃飛倉庫運輸株式会社 東口　雅美 一般社団法人三重県トラック協会

奥村  裕紀 大王運輸株式会社 立川　英樹 一般社団法人愛知県トラック協会

冨田　啓二 トミレ運輸株式会社

10期 小池 大洋 株式会社スワリク 亀山 泰満 水野精麦倉庫株式会社

宮田 清一 二本松物流株式会社 鈴木 健元 三重執鬼株式会社

柴山 隆 株式会社イトー急行 野澤 雄司 株式会社ムツミ物流

古里 博人 飛越運送株式会社 保積 進 アサヒロジスティクス株式会社

村木 淳一 濃飛倉庫運輸株式会社 天野 隆宏 三河西濃運輸株式会社

清水 敬久 東海運輸建設株式会社 深見 直紀 カリツー株式会社

望月 大輔 株式会社ユイックス 奥村 和秀 一般社団法人石川県トラック協会

小池 孝義 中部陸運株式会社 中村 宏司 一般社団法人三重県トラック協会

11期 小幡 哲生 名古屋東部陸運株式会社 堀江 秀克 北陸トラック運送株式会社

中島 哲郎 名古屋東部陸運株式会社 野瀬 裕之 東罐ロジテック株式会社

角 誠志 株式会社ウィーズ 中川 五彰 なごの浦運送株式会社

弘中 辰也 株式会社ＵＡＣＪ物流 野中 真一郎 野中産業株式会社

中田 純一 株式会社中田商事 石神 雅樹 鈴与自動車運送株式会社

羽木 章雄 東海運輸建設株式会社 宮島 克利 池畑運送株式会社

大倉 一輝 株式会社日硝ハイウェー 矢田 日出次 カリツー株式会社

塚田 康雅 東山株式会社 白石 省三 カリツー株式会社

森田 剛 東山株式会社 平尾 康仁 三重執鬼株式会社

野田 裕士 東山株式会社 井上 秀雄 アサヒロジスティクス株式会社

重田 浩一 株式会社重田実業 秋吉 弘文 アサヒロジスティクス株式会社

川面 長司 株式会社カワチョー 星野 力 アサヒロジスティクス株式会社

大杉 幸博 株式会社大杉運輸 早川 和訓 一般社団法人静岡県トラック協会

伊熊 正広 遠州西濃運輸株式会社 漆畑 克彦 一般社団法人静岡県トラック協会

高橋 伸 愛知陸運株式会社 若林 祥人 一般社団法人三重県トラック協会



受講期 　氏　名 　　　　　会社名 　氏　名 　　　　　会社名

12期 引地 孝之 株式会社デイリーサービス 鈴木 雄一 株式会社サンワネッツ

畑野 則緒 名古屋東部陸運株式会社 加藤 高雅 愛知陸運株式会社

酒井 洋 北陸貨物運輸株式会社 国広 浩樹 愛知陸運株式会社

神谷 昌彦 高浜共立運輸株式会社 河合 寿信 大五運送株式会社

池田 真一 タカラ梱包輸送株式会社 初田 幹生 安倍運輸株式会社

小栗 康義 丸半運輸株式会社 西岡 寛之 橋本運送有限会社

八木 宏明 グロービック株式会社 服部 嘉晴 なごの浦運送株式会社

伊井 伸彦 株式会社ゼロ 羽田野 敏彦 丸太運輸株式会社

田嶋 義博 上田運輸株式会社 吉田 雅史 中京陸運株式会社

渡部 智 丸協運輸株式会社 小林 一仁 一般社団法人静岡県トラック協会

清水 政宏 愛協産業株式会社 落合 純一 一般社団法人三重県トラック協会

吉川 敦 愛知海運株式会社 竹本 恭之 一般社団法人愛知県トラック協会

三浦 浩明 カリツー株式会社

13期 伊藤 勇二 祇王運送株式会社 山岸 精司 山岸運送株式会社

郡山 美津江 東日本海陸輸送株式会社 岩田 尚徳 山岸運送株式会社

岩田 一郎 株式会社ロンビック 阿部 晃 カリツー株式会社

山田 有恒 恵武急便有限会社 後藤 美彦 カリツー株式会社

小木曽 克浩 株式会社大杉運輸 神谷 弘恵 高浜共立運輸株式会社

谷 良和 大興運輸株式会社 長井 繁具 なごの浦運送株式会社

大沢 隆 大沢運送株式会社 堀尾 宗徳 丸太運輸株式会社

熊谷 明典 ホンダ運送株式会社 小泉 義晶 アサヒロジスティクス株式会社

増井 肇 東洋メビウス（株） 土戸 智宏 デイリースタッフ（株）

中川 真 あさひ物流株式会社 村山 記生 愛東運輸株式会社

中川 壽 愛知海運株式会社 高橋 良彰 一般社団法人静岡県トラック協会

宮松 大志 宮松運輸株式会社 筒井 浩 一般社団法人静岡県トラック協会

宮松 眞ニ 宮松運輸株式会社 内藤 宏樹 一般社団法人三重県トラック協会

和田 誠 中京陸運株式会社 山岸 育徳 一般社団法人愛知県トラック協会

14期 石渡　政志 アオイトランスポート株式会社 樋口 好美 三重物流株式会社

石渡　秀徳 アオイトランスポート株式会社 日比　聡 丸太運輸株式会社

福本　宗一 宮松運輸株式会社 岡田　幸雄 カリツー株式会社

池本　将直 宮松運輸株式会社 山下　厚一郎 カリツー株式会社

松添　宏之 名古屋東部陸運株式会社 西堀　尚美 大沢運送株式会社

鳥海　祐二 エイコー運輸株式会社 黒田　誠吾 愛知陸運株式会社

小西　勝也 株式会社サンワネッツ 川名　正晃 愛知陸運株式会社

武田　昭恵 恵武急便有限会社 池上　則和 竹原運輸株式会社

伊藤　健 トーケントランスポート株式会社 菅原　和人 株式会社サンワ

鈴木　智雅 株式会社丸鈴運輸 上口　貴広 北陸トラック運送株式会社

粂　和徳 名鉄急配株式会社 厚見　知洋 アサヒロジスティクス株式会社

近藤　博紀 愛知海運株式会社

15期 南波　淳 名古屋東部陸運株式会社 田中　和孝 名正運輸株式会社

若山　将史 日本梱包運輸倉庫株式会社 伊藤　康彦 株式会社暁興産

蔵元　亮 日本梱包運輸倉庫株式会社 稲垣　絢一 岡崎通運株式会社

青木　雄一 アサヒロジスティクス株式会社 堀井　敦司 有限会社エーワイライン

井元　雅昭 大興運輸株式会社 佐藤　義晃 池畑運送株式会社

谷本　弘光 鳴海急送株式会社 市成　雄二 名鉄急配株式会社

坂下 富治雄 株式会社北陸共配 小泉　淳哉 カリツー株式会社

川島　学 株式会社ケー･シー･エス 相羽　実 愛知海運株式会社

山中　裕介 丸太運輸株式会社 増田　博行 大橋運輸株式会社

小前田 孝 小前田運輸株式会社 長谷川　智一 一般社団法人愛知県トラック協会

菅内　章夫 久居運送株式会社



受講期 　氏　名 　　　　　会社名 　氏　名 　　　　　会社名

16期 中井 孝浩 日本梱包運輸倉庫株式会社 岩瀨 光正 福松屋運送有限会社

小原 弘康 一般社団法人愛知県トラック協会 結城 恵美 有限会社結城商事輸送

幣旗 孝司 株式会社セイリョウライン 口田 厚志 愛知海運株式会社

多田 利彦 株式会社かぶと運送 磯貝 政博 春日運送株式会社

西村 晃 株式会社ケー・シー・エス 磯貝 輝男 春日運送株式会社

森瀬 隆徳 南星キャリックス株式会社 大友 孝嗣 愛知陸運株式会社

森谷 均 北陸運輸興業株式会社 石川 信孝 岡崎通運株式会社

山梨 大史 大河原運送株式会社 山内 将史 アキタ株式会社

櫻井 健司 大河原運送株式会社 傳田 圭一郎 丸太運輸株式会社

鈴木 博彦 スズキ輸送梱包株式会社 岩佐 敏弘 名正運輸株式会社

植田 祐市 一般社団法人静岡県トラック協会 川端 洋一 金生運輸株式会社

野町 拓郎 三洋運輸株式会社 岡村 諭 一般社団法人石川県トラック協会

神谷 智之 大興運輸株式会社 森本 龍 一般社団法人三重県トラック協会

吉田 章 野々市運輸機工株式会社 赤坂 登 一般社団法人静岡県トラック協会

鈴木 陽介 遠州西濃運輸株式会社

17期 辻　直樹 株式会社マイシン 加納 哲矢 株式会社グリーンサービス

金子 博 愛東運輸株式会社 村松 宏一 大興運輸株式会社

太田 雅之 名古屋東部陸運株式会社 大鹿 英克 大興運輸株式会社

高山 智司 高山運輸株式会社 武田 啓治 株式会社セイリョウライン 

阿部 光記 株式会社サンコー 岸本 保典 株式会社ケー・シー・エス

安東 幹陽 安東運送株式会社 大竹 雄介 大洋荷役株式会社

吉野 元康 吉正運輸倉庫株式会社 竹本 幸兄 カリツー株式会社

池田 哲也 三生運輸株式会社 平松 健太郎 ダイセー倉庫運輸株式会社

佐藤 一十三 株式会社パスコ・エクスプレス 西影 篤範 株式会社ホーコー

村木 道明 スズキ輸送梱包株式会社 田島 政実 有限会社田島梱包

藁科 実 有限会社ワラマック 稲垣 啓太 日本梱包運輸倉庫株式会社

氏本 清文 株式会社伊藤陸運 大上 哲志 日本梱包運輸倉庫株式会社

岩田 徹哉 株式会社伊藤陸運 鈴木 朝生 丸共通運株式会社

山田 哲也 岡崎通運株式会社 大野　雅之 東伸運輸株式会社

澤井 道明 岡崎通運株式会社 鈴木　和久 丸太運輸株式会社

成本 篤紀 株式会社成清トランスポート 大島　一樹 アイチ物流株式会社

甲斐田 洋次 愛知海運株式会社 鈴江　数正 東電運輸株式会社

石川 正明 ホイテクノ物流株式会社 伊藤　幸二 カネ幸株式会社

亀井 幸雄 株式会社中田商事 脇方 善行 一般社団法人石川県トラック協会

熊澤 俊典 松栄運輸株式会社 成田 新治 一般社団法人愛知県トラック協会

倉本 健一 鳴海急送株式会社 杉本 明子 一般社団法人愛知県トラック協会

藤岡 英樹 株式会社ＫＳＬＩＮＥ

18期 立川　雅伸 瀬野川産業株式会社 山崎　浩一 岡田運輸株式会社

川邉　省吾 株式会社パスコ・エクスプレス 鈴木　明 株式会社グリーンサービス

金田　一徳 三徳倉庫株式会社 橋本　隆幸 橋本商店株式会社

村西　孝介 大和トランスポート株式会社 伊藤　秀章 ダイセー倉庫運輸株式会社

伊神　清人 株式会社笹田運送 川端　章代 川端運輸株式会社

山田　享 有限会社ヤマコン 中畑　晃 有限会社マルニ運輸

市川　大志 南星キャリックス株式会社 竹内　克之 ホイテクノ物流株式会社

笠井　崇行 北勢運送株式会社 岡村　成晃 富士運輸株式会社

塩田　高之 林田物流株式会社 江口　和典 株式会社パスコ・エクスプレス

山田　容弘 宮松運輸株式会社 藤田　隆 サーラ物流株式会社

杉浦　頼弘 カリツー株式会社　神奈川営業所 奥居　巧多 有限会社ヤマコン

牧野　篤人 三ヶ根運輸有限会社 吉本　和将 株式会社名産梱包

久野　正人 北陸トラック運送株式会社 田村　淳 ダイセー倉庫運輸株式会社

松岡　正昭 吉正運輸倉庫株式会社 小島　清 株式会社フジトランスライナー

橋本　篤人 メイホ物流株式会社



受講期 　氏　名 　　　　　会社名 　氏　名 　　　　　会社名

19期 市川 浩司 蒲郡運送株式会社 千葉 大輔 株式会社レックス

中野 雄太 鬼頭運輸倉庫株式会社 本間 雅徳 カリツー株式会社

野々山 晋和 野々山運輸株式会社 石澤 浩和 トランコム株式会社

船戸 勇佑 旭運輸株式会社 壁谷 督久 ホイテクノ物流株式会社

虫生 淳二 株式会社伊藤陸運 若松 輝樹 北陸トラック運送株式会社

櫛田 勝也 株式会社伊藤陸運 加納 彰人 吉正運輸倉庫株式会社

中村 雅弘 刈急運輸株式会社 寄田 明孝 株式会社丸玉運送名古屋

水野 栄 三洋運輸株式会社 細川 和志 サーラ物流株式会社

水谷 祐介 岩田運輸株式会社 吉川 浩司 株式会社久津運送店 南港営業所

家邉 博康 株式会社重田実業 西田 吉宏 株式会社久津運送店 京都営業所

大森 善和 有限会社明成運輸 小津 通雄 興和運輸株式会社

平尾 幸司 昌和商事株式会社 鐵羅 広昭 有限会社ヤマコン

黒川 明典 スズキ輸送梱包株式会社 水野 高英 ダイセー倉庫運輸株式会社

棚橋 博司 タカラ梱包輸送株式会社 佐原 庸介 大五運送株式会社

荒木 義昭 株式会社パスコ・エクスプレス 河合 伸哉 大五運送株式会社

大橋 正明 株式会社パスコ・エクスプレス 松本 崇義 松栄運輸株式会社

桝田 純通 協和運輸株式会社 浅野 且久 大興運輸株式会社

渡邊 雄彦 有限会社桃花台配送 成田　妙子 株式会社ＨＥＡＬＳ

大西 廣治 森実運輸株式会社 名古屋支店 河合　徹 岡崎通運株式会社

井上 大輔 森実運輸株式会社 三重支店

20期 水谷　貴大 大日運輸株式会社 加藤　高弘 株式会社速水運輸

新谷　昌司 三重西濃運輸株式会社 髙橋　聡 大興運輸株式会社

寺野　光敦 南星キャリックス株式会社 荒川　稔 大興運輸株式会社

杉山　恵理奈 エスケイライン株式会社 五味　育広 株式会社伊藤陸運

富田　圭二 株式会社ティー・ワイ・エム物流 由良　壮史 株式会社伊藤陸運

袴田　武司 鈴与自動車運送株式会社 加藤　禎昭 株式会社パスコ・エクスプレス

樫本　和仁 株式会社東海興運 牧　真大郎 名古屋東部陸運株式会社

廣澤　孝次 栄和港運株式会社 春田　修一 一般社団法人石川県トラック協会

寺田　賢太郎 刈急運輸株式会社 淺尾　幸久 久居運送株式会社

加藤　佑樹 北勢運送株式会社 廣野　行伸 エージーエス株式会社

生川　秀一 亀甲通運株式会社 郷司　廣之進 巴運輸株式会社

川上　大輔 丸五運送株式会社 堀野　和也 島根産業有限会社

青山　良一　 ホイテクノ物流株式会社 寺本　健吾 鳴海急送株式会社

北河　知人 ホイテクノ物流株式会社 岩瀬　圭一 岡崎通運株式会社

山﨑　光邦 有限会社ヤマシン輸送 木下　幹敏 ダイセー倉庫運輸株式会社

伊藤　貴広 株式会社日本陸送 松田　幸人 新日本輸送株式会社

21期 富田　祐吏 株式会社陣内運送 大池　毅 大池運送株式会社

櫻井　正敏 メイホ物流株式会社 齋藤　和彦 トヨタライン株式会社　

船橋　和憲 有限会社篠原商事 植西　丈晴 株式会社植西運送

近藤　正則 近藤運送株式会社 川島　慎司 日本梱包運輸倉庫株式会社

青山　茂樹 株式会社伊藤陸運 石川　雅裕 カリツー株式会社

志田　弘章 株式会社デイリーサービス 木本　地昭 ホイテクノ物流株式会社

山谷　謙造 大和運輸株式会社 望月　政弘 ホイテクノ物流株式会社

山口　浩治 南星キャリックス株式会社 中神　政秀 ホイテクノ物流株式会社

尾関　淳 センコー株式会社 五十嵐　久美 株式会社美正

櫻田　恭司 鈴与自動車運送株式会社



受講期 　氏　名 　　　　　会社名 　氏　名 　　　　　会社名

22期 桝田　典弘 協和陸運株式会社 村木　匠 スズキ輸送梱包株式会社

木南　晋一 株式会社新宮運送 菊池　一輝 ホイテクノ物流株式会社

髙澤　真規 北勢運送株式会社 船本　善敬 ホイテクノ物流株式会社

横井　貴 タカラ梱包輸送株式会社 青山　天仁 ホイテクノ物流株式会社

折笠　修一 鳴海急送株式会社 石川　雄也 カリツー株式会社

安田　武史 五島海運株式会社 斉藤　耕一郎 愛知海運株式会社

上田　譲二 愛協産業株式会社 助田　義一 高東興業株式会社

森本　恵理香 高浜共立運輸株式会社 長岡　誠一郎 株式会社マイシン

西田　紘史 日本海急送株式会社 関　裕一 常滑運輸株式会社

小向　誠 南星キャリックス株式会社 丸山　鋼 株式会社ティー・ワイ・エム物流

日高　守 丸共通運株式会社 三浦　宏夫 司運輸株式会社

丸山　茂樹 滋賀運送株式会社 岩附　一美 株式会社パスコ・エクスプレス

八木　保郎 三和運輸株式会社 出田　稔 有限会社ヤマコン

西村　太延 株式会社生興運送 湯池　英貴 日本梱包運輸倉庫株式会社

小野寺　信夫 鈴与自動車運送株式会社 須藤　晃司 日本梱包運輸倉庫株式会社

日野澤　悟 吉正運輸倉庫株式会社 市川　陽之 ダイセー倉庫運輸株式会社

小林　美穂 名古屋東部陸運株式会社 長池　綾 一般社団法人愛知県トラック協会

石田　武也 有限会社ニシカワ運輸

23期 松尾　彰 丸久運輸株式会社 山田　賢治 株式会社グリーンサービス

杉浦　清隆 中日運送株式会社 坂下　恵一 株式会社グリーンサービス

小田　聖二 光洋運輸株式会社 松下　浩幸 株式会社グリーンサービス

林田　展周 井倉運輸株式会社 高木　孝真 吉正運輸倉庫株式会社

廣井　充朗 株式会社大宝レックス 山口　巧 ホイテクノ物流株式会社

成瀬　清隆 東洋ロジテム株式会社 戸田　明久 ホイテクノ物流株式会社

清家　剛 北勢運送株式会社　 深山　浩司 深山運送有限会社

吉川　誠 熊本交通運輸株式会社 佐藤　昭彦 株式会社佐藤運送

吉田　知史 たちばな運輸株式会社 畔栁　盛親 愛知車輌興業株式会社

西形　泰幸 松葉倉庫運輸株式会社 中野　太裕 上野運送株式会社

紀藤　智憲 一般社団法人三重県トラック協会 永井　久夫 佐久通運株式会社

田口　正太郎 東海西濃運輸株式会社 鈴木　敬子 合同会社今井運送

中村　勇男 丸共通運株式会社 近藤　俊介 スリーエー物流株式会社

柘植　光宏 名古屋東部陸運株式会社 平松　靖浩 ファーストカーゴ株式会社

正木　圭一 名古屋東部陸運株式会社 木原　次浩 鈴与自動車運送株式会社

工藤　亜紀子 エイエスエムトランスポート株式会社 水谷　純 ＴＢ物流サービス株式会社

岡崎　幸宏 興和運輸株式会社 瀬戸口美由紀 株式会社髙千穂運輸

小林　直樹 株式会社サンワ 村上　祥司 一般社団法人愛知県トラック協会



受講期 　氏　名 　　　　　会社名 　氏　名 　　　　　会社名

24期 天野　卓麿 大和高速運輸株式会社 中島　大成 中島急送株式会社

石井　誠司 サーラ物流株式会社 南里　正郁 株式会社パスコ・エクスプレス

今村　浩一 東山物流株式会社 袴田　卓也 カリツー株式会社

太田　真亮 丸共通運株式会社 長谷川　裕 愛東運輸株式会社

大前　智 株式会社マイシン 早川　和人 株式会社オーエヌトランス

門田　泰裕 株式会社丸玉運送名古屋 原藤　翔太 日本梱包運輸倉庫株式会社

金子　智行 株式会社丸隼運輸 平澤　元気 株式会社Ａ．モンライン

金子　隆一 株式会社丸隼運輸 藤城　啓丞 株式会社藤城運輸

神谷　亮 西尾運輸株式会社 堀居　克潔 株式会社メイコン

川原　広宣 明倫運輸株式会社 堀木　隆則 常滑運輸株式会社

北川　雄基 北川運送株式会社 前田　勝則 星崎運輸株式会社

北川　喜教 大興運輸株式会社 間瀬　実 南星キャリックス株式会社

熊﨑　貴文 株式会社サンワ 水野　幸治 中電輸送サービス株式会社

河野　智博 興濃運輸有限会社 山見　勝之 株式会社イトー急行

小松　雅義 TB物流サービス株式会社 吉田　賢二 株式会社フジトランスライナー

櫻井　裕介 ダイセー倉庫運輸株式会社 吉田　良太 有限会社マルニシディーピー

澤田　幸徳 株式会社アガガスネットワークサービス 岡　隆志 愛知車輌興業株式会社

城代　元気 株式会社グリーンサービス 臼井　靖彦 一般社団法人岐阜県トラック協会

杉山　永興 マザーズロジスティクス株式会社 土屋　達次 東海西濃運輸株式会社

鈴木　亘 ホイテクノ物流株式会社 坂崎　真佑 北勢運送株式会社

住田　あゆみ 有限会社ヤマコン 池内　邦夫 金刺運送株式会社

隅田　育宏 山陽自動車運送株式会社 倉田　春希 株式会社クラショウ

髙山　佑介 髙山運輸株式会社 近藤　浩之 大乗運輸有限会社

竹内　正也 山三石油運輸株式会社 谷本　正季 大聖寺運輸株式会社

竹中　祐介 大宝運輸株式会社 板橋　克尚 板橋商事株式会社

柘　まみ子 柘運送株式会社 廣嶋　朋裕 大沢運送株式会社

寺岡　朋洋 由良陸運株式会社

25期 青木　幸代 幸恵産業有限会社 平野　崇 東陽物流株式会社

青木　努 株式会社メイコン 本田　正則 西條商事株式会社

浅野　宏和 株式会社フジトランスライナー 松井　和夫 大宝運輸株式会社

石川　達也 株式会社チャーターズカンパニー 松田　元幸 東春運輸株式会社

石原　正章 株式会社パスコエクスプレス 水野　清夫 カリツー株式会社

伊藤　　崇 吉正運輸倉庫株式会社 水野　祐二 東山物流株式会社

伊藤　智人 有限会社ヤマコン 山吹　貴宏 愛知車輌興業株式会社

氏原　章統 岩田運輸株式会社 吉富　公俊 カリツー株式会社

宇野　幹弘 丸定運輸株式会社 竹生　繁 株式会社グリーンサービス

大竹　洋 大洋荷役株式会社 北川　彰英 北川運送株式会社

大山　雅博 アキタ株式会社 根橋　和憲 明倫運輸株式会社

小笠原　法夫 丸久運輸株式会社 内村　登志男 株式会社Next Innovation

小澤　光博 大和高速運輸株式会社 中島　康晴 株式会社イトー急行

桂川　孝志 株式会社原建サービス 山田　俊行 株式会社イトー急行

兼子　悦史 大興運輸株式会社 杉山　雅亮 丸共通運株式会社

兼松　敏也 愛知ミタカ運輸株式会社 鈴木　伸 株式会社パスコエクスプレス

桑原　篤 由良陸運株式会社 濱口　八広 三生運輸株式会社

小嶋　正照 名港陸運株式会社 奥村　康史 東海西濃運輸株式会社

榊原　正哉 名古屋東部陸運株式会社 赤石　光裕 青山建設運輸有限会社

高山　俊一 高山産業運輸株式会社 中尾　篤志 ケイ・エム運輸有限会社

竹内　浩二 TB物流サービス株式会社 奥田　幸一 奈良県合同陸運株式会社

鶴東　望 名古屋東部陸運株式会社 立道　あけみ 立道昭和運送株式会社

寺尾　俊樹 勅使川原産業株式会社 佐藤　淳子 株式会社サンコー

西手　隼人 株式会社ニシテ商会 古屋　大 古屋運送株式会社

林　正宏 ロジテック株式会社 山内　茂幹 株式会社レックス

林　祐輔 明倫運輸株式会社 森田　敏之 たちばな運輸株式会社

原田　徹也 株式会社冨士商事



受講期 　氏　名 　　　　　会社名 　氏　名 　　　　　会社名

26期 市瀨　和幸 名古屋東部陸運株式会社 廣瀬　正典 名昭運輸株式会社

神田　憲明 名古屋東部陸運株式会社 藤田　健二 サーラ物流株式会社

北畑　士朗 有限会社カヤノ物流 増岡　和晃 ミツワ運輸有限会社

小山　晃一 株式会社やまひろ運輸 松木　崇 ホイテクノ物流株式会社

佐藤　憲二 株式会社丸二運送 丸川　悠 名備運輸株式会社

佐藤　龍二 愛知車輌興業株式会社 水谷　純子 丸五運送株式会社

柴田　泰之 大興運輸株式会社 牟田　勇一 ダイセー倉庫運輸株式会社

鈴木　弘一 東岐運輸株式会社 安井　茂 株式会社大広

玉串　仁紀 有限会社山忠運輸 山田　浩 愛知ミタカ運輸株式会社

月原　誠 ホイテクノ物流株式会社 力武　一樹 株式会社武知

辻元　隆虎 有限会社丸十運輸 木戸　照和 東洋運輸株式会社

中川　育恵 藤栄運輸株式会社 船木　章 株式会社タカキュー

西　祐一郎 株式会社パスコエクスプレス 堀田　一路 日本梱包運輸倉庫株式会社

櫨　敏昌 ロジテック株式会社 吉野　宏 株式会社ヨシノロジコ

長谷川　雅丈 岡崎通運株式会社 渡邉　次彦 株式会社アトランス

服部　正次 東山物流株式会社 鈴木　秀明 一般社団法人愛知県トラック協会

平原　裕二 カリツー株式会社 藤田　光司 竜王運輸有限会社

27期 安藤　秀一 名古屋東部陸運株式会社 羽根　敏男 有限会社春日運輸

伊佐次　浩二 株式会社笹田運送 平石　雅孝 三和梱包運輸株式会社

泉　智恵 株式会社フジトランスライナー 広田　武志 カリツー株式会社

伊勢　英由 株式会社ちゅうえき 藤井　英二 大宝運輸株式会社

伊藤　康貴 株式会社グリーンサービス 藤原　大助 アイチ物流株式会社

伊藤　涼平 常滑運輸株式会社 藤原　克剛 ホイテクノ物流株式会社

稲田　雄介 五島海運株式会社 牧野　美和 株式会社やまひろ運輸

太田　裕之 名古屋東部陸運株式会社 増岡　洋文 アキタ株式会社

岡村　文雄 株式会社オーエヌトランス 松尾　教人 永井産業株式会社

片岡　裕貴 東山株式会社 松山　裕介 愛知車輌興業株式会社

加藤　浩一 加藤運送有限会社 三井　和明 株式会社イトー急行

川野　弘貴 株式会社チャーターズカンパニー 宮原　裕二 株式会社イトー急行

木坂　健二 三生運輸株式会社 三好　友隆 大宝運輸株式会社

清田　浩一郎 有限会社昭栄運輸 森田　拓之 星崎運輸株式会社

河野　祐史 アキタ株式会社 山内　敦詞 愛知海運株式会社

近藤　智 丸久運輸株式会社 山崎　晃範 ホイテクノ物流株式会社

櫻井　中 ダイセー倉庫運輸株式会社 山下　慎介 大興運輸株式会社

清水　政暢 株式会社メイコン 山下　博之 佐川急便株式会社　

末武　幸春 株式会社ブロード 脇田　守道 南星キャリックス株式会社

鈴木　英之亮 株式会社速水運輸 青山　好一 有限会社青山商店荷役

鈴木　智久 岡崎通運株式会社 伊藤　公一 株式会社暁興産

鈴木　基平 株式会社メイコン 駒田　麻耶 株式会社ウイング

瀬尾　国大 株式会社第一名誠 駒田　麟太郎 一般社団法人三重県トラック協会

髙見　小百合 有限会社比良北運輸 坂口　国博 東海西濃運輸株式会社

田下　隆一 株式会社笹田運送 佐藤　寛 株式会社トレードトラスト　

田中　博之 株式会社丸二運送 田中　邦興 一般社団法人岐阜県トラック協会

田中　武蔵 藤岡運輸株式会社 中田　一輝 株式会社中田商事

仲神　健次 大興運輸株式会社 服部　宏城 株式会社暁興産

中根　賢治 カリツー株式会社 水谷　充志 岩田運輸株式会社

仁井　悦美 株式会社メディアサポート 味野　大輔 株式会社岡山積載運輸

西川　典子 有限会社ニシカワ運輸 山田　実紀秀 北陸貨物運輸株式会社

西川　元規 名豊運輸株式会社 鈴木　伸幸 一般社団法人愛知県トラック協会



受講期 　氏　名 　　　　　会社名 　氏　名 　　　　　会社名

29期 磯部　唯史 株式会社ちゅうえき 早川　哲也 大興運輸株式会社

伊藤　朋恵 三機陸運株式会社 藤井　圭介 イノチオ物流株式会社

伊藤　光彦 尾張陸運株式会社 古瀬　友幸 LifeBank株式会社

岩田　剛治 丸久運輸株式会社 細川　裕祐 星崎運輸株式会社

臼井　裕 株式会社イトー急行 前田　康博 株式会社ユートランス

岡村　一正 株式会社オカムラ 松竹　秀人 ホイテクノ物流株式会社

神﨑　剛史 愛知車輌興業株式会社 山口　剛 吉正運輸倉庫株式会社

小嶋　丈裕 LifeBank株式会社 山本　直弘 岡崎通運株式会社

酒井　隆一 アキタ株式会社 山本　寛 山崎商事運輸株式会社

佐藤　亮一 株式会社ユートランス 渡辺　和則 大興運輸株式会社

杉浦　宏治 ホイテクノ物流株式会社 鰐部　裕史 東山株式会社

鈴木　聡 尾張陸運株式会社 鈴木　謙吾 株式会社トレードトラスト

田上　英二 株式会社メイコン 長澤　峻介 板橋商事株式会社

中澤　大治 アキタ株式会社 水谷　かをり 長良通運株式会社

長濵　雅明 サーラ物流株式会社 宮田　さやか 有限会社協立物流


